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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第3四半期 140,002 ― 13,010 ― 12,900 ― 4,010 ―

20年3月期第3四半期 152,500 13.6 21,258 18.7 20,368 20.2 12,957 22.6

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第3四半期 24.17 ―

20年3月期第3四半期 76.94 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第3四半期 182,744 105,741 56.6 629.09
20年3月期 200,870 110,233 53.8 649.65

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  103,393百万円 20年3月期  108,082百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 6.00 ― 11.00 17.00
21年3月期 ― 9.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 9.00 18.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 166,000 △22.4 12,000 △60.4 10,500 △63.5 2,500 △86.1 15.03

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

 [(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

 [(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)
を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な不確定要因によって予想数値と異なる場合があ
ります。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  168,775,770株 20年3月期  168,775,770株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  4,422,473株 20年3月期  2,404,047株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  165,913,550株 20年3月期第3四半期  168,398,864株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、米国発の金融危機が実体経済に大きく影響し、ま
さに世界同時不況の様相を呈しております。 
 工作機械業界におきましては、平成20年暦年の業界累計受注額が１兆3011億円となり、５年連続して１
兆円を超えたものの、対前年比では18.2％減少いたしました。さらに、12月単月では369億円、対前年同
月比では71.8％の減少となり、工作機械の市場環境の悪化は予想を遙かに上回るスピードで進行しており
ます。また、急激かつ大幅なドル安、ユーロ安も加わり、当企業グループを巡る経営環境は大変厳しいも
のとなっております。  
 このような状況の中で当企業グループは、門形マシニングセンタをはじめとした中・大型機の拡販、生
産性向上による収益力強化、及び経費圧縮等に努めてまいりました。 
 以上の結果、当第３四半期連結累計期間における連結受注高は1,185億５千４百万円、連結売上高は
1,400億２百万円、営業利益は130億１千万円、経常利益は129億円、そして四半期純利益は40億１千万円
となりました。  

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して181億２千５百万円減少
し、1,827億４千４百万円となりました。主な要因は、「受取手形及び売掛金」の減少149億４千１百万
円、「現金及び預金」の減少86億７千５百万円、「投資有価証券」の減少47億円２千３百万円、及び「た
な卸資産」の増加72億８千５百万円、デリバティブ債権を含む「流動資産」の「その他」の増加14億８千
７百万円、「有形固定資産」の増加６億２千９百万円によるものであります。また、負債は前連結会計年
度末と比較して、136億３千３百万円減少いたしました。主な要因は、「支払手形及び買掛金」の減少63
億９千１百万円、「未払法人税等」の減少32億５百万円、「賞与引当金」の減少14億７千６百万円、「短
期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」及び「長期借入金」を合わせた有利子負債の減少９億５千
４百万円、及び長期未払金を含む「固定負債」の「その他」の減少６億２千７百万円によるものでありま
す。純資産は、「為替換算調整勘定」の減少34億７千万円、「その他有価証券評価差額金」の減少10億５
千４百万円等により、44億９千２百万円の減少となりました。この結果、当第３四半期連結会計期間末の
自己資本比率は56.6％となりました。 
  
(連結キャッシュ・フローの状況に関する定性的情報) 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して86億６千７
百万円減少し、187億８千９百万円となりました。営業活動によって得られたキャッシュ・フローは63億
９千１百万円の増加となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益90億９千９百万円、減価償却
費54億９千９百万円、賞与引当金の減少14億６千４百万円、投資有価証券評価損38億円、売上債権の減少
119億３千６百万円、たな卸資産の増加105億９千２百万円、仕入債務の減少27億７千６百万円、及び法人
税等の支払額76億円によるものであります。投資活動によって得られたキャッシュ・フローは、72億８千
１百万円の減少となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出49億１千１百万円、無形固定
資産の取得による支出18億９千５百万円であります。財務活動によって得られたキャッシュ・フローは、
52億８千９百万円の減少となりました。主な要因は、長期借入れによる収入40億円、長期借入金の返済に
よる支出51億２百万円、配当金の支払額33億２千９百万円、自己株式の取得による支出９億８千５百万円
によるものであります。 
  

今後の経済環境の見通しにつきましては、世界同時不況は未だ底が見えず、さらなる景気悪化が懸念さ
れます。また、為替動向や各国の景気対策の効果なども先行き不透明な状況であります。 
 このような厳しい経営環境の中で、当社は国内生産体制の再編に着手いたしました。国内３工場のうち
江南工場の操業を一時的に停止し、「２工場集中生産体制」へ移行いたしました。これにより「自己完結
一貫生産体制」の構築を加速し、生産効率の飛躍的な向上を目指します。また、同時にグローバル販売・
サービス体制の強化による受注・売上高の確保、海外調達促進によるコストダウンなどを進めてまいりま
す。 
以上の施策を迅速に進めてまいりますが、市場環境と為替市場の激変による受注・売上高の減少によ

り、収益の悪化は避けられず、平成20年11月４日に公表いたしました平成21年３月期の通期業績予想を平
成21年２月２日付にて下方修正いたしております。通期の連結業績予想につきましては、次のとおりであ
ります。 
  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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通期連結業績予想 

   
  

該当事項はありません。 
  

１ 簡便な会計処理 
① 棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結
会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 
定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算

定する方法によっております。 
③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変
化が生じたと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プ
ランニングに、当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

２ 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
① 税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、
税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。なお、法人
税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 平成19年３月14
日)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号 平成19年３
月14日)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成
しております。 

  
② 第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18
年７月５日)を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの
方法）に変更しております。 
 これにより、当第３四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半
期純利益は、それぞれ126百万円減少しております。 
 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  
③ 第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取
扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っておりま
す。 
 これによる損益及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

（億円） （億円） （億円） （億円） （円）

平成21年３月期（予想） 1,660 120 105 25 15.03

平成20年３月期（実績） 2,138 302 287 179 106.93

増減率 △22.4％ △60.4％ △63.5％ △86.1％ △85.9％

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,167 27,842

受取手形及び売掛金 40,205 55,146

有価証券 4 4

たな卸資産 53,483 46,197

その他 10,644 9,157

貸倒引当金 △719 △783

流動資産合計 122,785 137,565

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,308 16,591

その他（純額） 21,047 22,135

有形固定資産合計 39,356 38,726

無形固定資産 3,607 3,163

投資その他の資産   

投資有価証券 13,073 17,796

その他 3,937 3,641

貸倒引当金 △15 △23

投資その他の資産合計 16,996 21,414

固定資産合計 59,959 63,304

資産合計 182,744 200,870
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 35,310 41,701

短期借入金 303 156

1年内返済予定の長期借入金 7,004 8,204

未払法人税等 2,028 5,234

賞与引当金 1,368 2,845

役員賞与引当金 29 126

その他の引当金 575 683

その他 9,594 9,980

流動負債合計 56,215 68,931

固定負債   

長期借入金 17,357 17,259

退職給付引当金 786 801

その他の引当金 68 65

負ののれん 1,167 1,544

その他 1,407 2,034

固定負債合計 20,787 21,704

負債合計 77,003 90,636

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,000 18,000

資本剰余金 41,675 41,683

利益剰余金 52,939 52,130

自己株式 △3,169 △2,203

株主資本合計 109,446 109,610

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △902 151

為替換算調整勘定 △5,149 △1,679

評価・換算差額等合計 △6,052 △1,527

少数株主持分 2,347 2,150

純資産合計 105,741 110,233

負債純資産合計 182,744 200,870
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 140,002

売上原価 99,015

売上総利益 40,987

販売費及び一般管理費 27,977

営業利益 13,010

営業外収益  

受取利息 276

受取配当金 417

負ののれん償却額 384

持分法による投資利益 19

その他 406

営業外収益合計 1,504

営業外費用  

支払利息 447

為替差損 544

その他 621

営業外費用合計 1,613

経常利益 12,900

特別損失  

投資有価証券評価損 3,800

特別損失合計 3,800

税金等調整前四半期純利益 9,099

法人税等 4,711

少数株主利益 377

四半期純利益 4,010
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 9,099

減価償却費 5,499

負ののれん償却額 △384

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,464

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △95

退職給付引当金の増減額（△は減少） △263

受取利息及び受取配当金 △693

支払利息 447

為替差損益（△は益） 294

持分法による投資損益（△は益） △19

投資有価証券評価損益（△は益） 3,800

固定資産売却損益（△は益） △12

固定資産廃棄損 76

売上債権の増減額（△は増加） 11,936

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,592

仕入債務の増減額（△は減少） △2,776

その他 △1,241

小計 13,625

利息及び配当金の受取額 680

利息の支払額 △314

法人税等の支払額 △7,600

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,391

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △4,911

有形固定資産の売却による収入 25

無形固定資産の取得による支出 △1,895

投資有価証券の取得による支出 △267

その他 △233

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,281

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 151

長期借入れによる収入 4,000

長期借入金の返済による支出 △5,102

リース債務の返済による支出 △33

自己株式の売却による収入 12

自己株式の取得による支出 △985

少数株主への配当金の支払額 △1

配当金の支払額 △3,329

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,289

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,487

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,667

現金及び現金同等物の期首残高 27,456

現金及び現金同等物の四半期末残高 18,789
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結
財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

当グループの事業は、一般機械の製造・販売業という単一セグメントでありますので、事業の種類
別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

  

   
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 米州……アメリカ 

(2) 欧州……ドイツ 

(3) アジア・パシフィック……中国、台湾、オーストラリア 

３ 【定性的情報・財務諸表等】の「4. その他」の「(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手

続、表示方法等の変更」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」

(企業会計基準第９号 平成18年７月５日)を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法）に変更しております。これにより、従来と同様の方法によった場合と比較して、当

第３四半期連結累計期間の「日本」の営業利益が126百万円減少しております。 

  

  

   
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 米州……アメリカ、ブラジル、カナダ 

(2) 欧州……ドイツ、イタリア、スウェーデン、ロシア 

(3) アジア・パシフィック……中国、オーストラリア、タイ、インド 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 

  

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結累計期間(自平成20年４月１日 至平成20年12月31日)

日本 
(百万円)

米州
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア・パ
シフィック
（百万円）

計(百万円)
消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

 売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

81,641 26,958 25,000 6,402 140,002 ― 140,002

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

47,444 112 145 3,272 50,975 (50,975) ―

計 129,085 27,071 25,146 9,674 190,978 (50,975) 140,002

 営業利益 8,908 1,638 2,398 935 13,881 (   871) 13,010

【海外売上高】

当第３四半期連結累計期間(自平成20年４月１日 至平成20年12月31日)

米州 欧州
アジア・

パシフィック
計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 27,613 25,319 23,848 76,782

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 140,002

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

19.7 18.1 17.0 54.8

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表等 

（要約）前第３四半期連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

(単位：百万円)

科   目

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

金額

Ⅰ 売上高 152,500

Ⅱ 売上原価 104,903

   売上総利益 47,596

Ⅲ 販売費及び一般管理費 26,337

   営業利益 21,258

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息及び配当金 540

 ２ 持分法による投資利益 72

 ３ その他 786

  営業外収益合計 1,399

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 557

 ２ その他 1,731

  営業外費用合計 2,289

   経常利益 20,368

   税金等調整前四半期純利益 20,368

   税金費用 7,050

   少数株主利益 361

   四半期純利益 12,957
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（要約）前第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前四半期純利益 20,368

   減価償却費 4,518

   引当金の増減額 △417

   受取利息及び受取配当金 △540

   支払利息 557

   売上債権の増減額 5,259

   たな卸資産の増減額 △9,301

   仕入債務の増減額 2,674

   その他の増減額 △466

    小計 22,653

   利息及び配当金の受取額 395

   利息の支払額 △382

   法人税等の支払額 △11,418

   営業活動によるキャッシュ・フロー 11,247

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   有形固定資産の取得による支出 △5,368

   有形固定資産の売却による収入 97

   無形固定資産の取得による支出 △1,474

   投資有価証券の取得による支出 △4,661

   その他の増減額 △176

   投資活動によるキャッシュ・フロー △11,583

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金増減額 344

   長期借入金の借入による収入 4,000

   長期借入金の返済による支出 △4,816

   自己株式の売却による収入 8

   自己株式の取得による支出 △134

   少数株主への配当金の支払額 △1

   配当金の支払額 △2,696

   その他の増減額 △28

   財務活動によるキャッシュ・フロー △3,325

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △46

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △3,707

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 35,758

Ⅶ 非連結子会社の吸収合併に伴う現金及び 
  現金同等物の増加額

176

Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期末残高 32,228
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セグメント情報 

当グループの事業は、一般機械の製造・販売業という単一セグメントでありますので、事業の種類
別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

  

   
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 米州……アメリカ 

(2) 欧州……ドイツ 

(3) アジア・パシフィック……中国、台湾、オーストラリア 

  

  

   
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 米州……アメリカ、ブラジル、カナダ、メキシコ 

(2) 欧州……ドイツ、イタリア、スウェーデン、デンマーク、イスラエル、ノルウェー、 

イギリス、スイス、オランダ、スペイン、フランス 

(3) アジア・パシフィック……中国、タイ、オーストラリア、韓国、台湾、インド 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 

  

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間(自平成19年４月１日 至平成19年12月31日)

日本 
(百万円)

米州
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア・パ
シフィック
（百万円）

計(百万円)
消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

89,285 28,444 29,194 5,576 152,500 ― 152,500

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

47,481 147 155 3,557 51,341 (51,341) ―

計 136,766 28,591 29,349 9,134 203,842 (51,341) 152,500

営業費用 121,335 26,549 25,940 8,252 182,077 (50,835) 131,241

営業利益 15,431 2,042 3,408 882 21,764 (   505) 21,258

【海外売上高】

前第３四半期連結累計期間(自平成19年４月１日 至平成19年12月31日)

米州 欧州
アジア・

パシフィック
計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 30,321 29,536 23,407 83,265

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 152,500

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

19.9 19.4 15.3 54.6
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製品別受注及び販売の状況 

   
(注) 受注高、受注残高には消費税等は含まれておりません。 

  

   
(注) 売上高には消費税等は含まれておりません。 

  

6. その他の情報

(1) 受注状況

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31日)

受注高 受注残高 受注高 受注残高

ＮＣ旋盤 41,574 18,624 30,032 10,872

マシニングセンタ 76,730 42,208 57,882 27,113

複合加工機 36,431 15,169 26,138 7,932

ＮＣ研削盤 3,264 1,769 2,779 1,167

その他 2,134 291 1,721 126

合計 160,136 78,063 118,554 47,211

(2) 販売実績

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31日)

売上高 構成比(％) 売上高 構成比(％)

ＮＣ旋盤 38,355 25.2 35,553 25.4

マシニングセンタ 77,999 51.1 68,457 48.9

複合加工機 31,139 20.4 31,459 22.5

ＮＣ研削盤 2,907 1.9 2,742 1.9

その他 2,098 1.4 1,790 1.3

合計 152,500 100.0 140,002 100.0
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